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令和４年３月定例教育委員会 会議録（概要版）

１ 開会 （13時 30 分）

２ 前回の会議録承認

教育長から、２月の定例教育委員会の会議録の承認について諮られ、全員一致で承認さ

れた。

３ 報告

（１）教育長報告

２/23 国文祭・芸文祭日向市実行委員会

２/25 日向市教育研修所最終回

３/１ 区長公民館長会理事会 県立高等学校卒業式

３/５ 区公連自治公民館振興大会（表彰式） 個別校長会

３/７ 一般質問

３/８ 一般質問

３/９ 一般質問

３/10 北部教育事務所訪問協議

３/16 市内中学校卒業式

３/17 第 4 回初期研修

３/22 牧水短歌甲子園第 12 会大会実行委員会 夢サポート事業報告会

（２）３月定例市議会について

【今村教育長】

（今村教育長が資料に沿って説明）

（３）教育委員報告

開催年月日 令和４年３月 23 日（水） 場 所 教育委員会室

開 催 時 間 13 時 30 分 ～14 時 56 分

出 席 者

教 育 長 今村 卓也

教育委員 林 留美子、是澤 利保、黒木 智美

事 務 局

小林教育部長、大平教育総務課長、若杉学校教育課長、黒木

スポーツ・文化振興課長、児玉生涯学習課長、星野図書館長、

北住学校給食センター所長、金丸教育総務課総務企画係長、

那須教育総務課総務企画係主事
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【黒木委員】

２/24 日向圏域定住自立圏共生ビジョン懇談会に参加した。今回はオンライン開催で構成

員の方とビジョンの見直しについて協議をするとともに、高等学校の魅力向上について意

見交換を行った。

３/16 富島中学校卒業式に出席した。終始厳粛な雰囲気の中、しっかり前を向いて卒業証

書を受取り、送辞、答辞も立派に務められ本当に素晴らしい卒業式であった。

３/22 令和３年度日向市子どもの夢サポート事業報告会に参加した。夢サポート事業で充

実したことがとても伝わった報告であった。今回の報告会に参加し、事業の素晴らしさや

重要性を改めて認識することができ、今後も継続され子どもたちの夢に向かう原動力にな

り続けてほしいと感じた。

【是澤委員】

３/16 財光寺中学校卒業式に参加した。式はとても厳かな雰囲気で進行した。初めて参加

し感動できる場で祝辞を述べることができ、ありがたい経験をさせていただき本当に良か

った。

【林委員】

３/７ 市議会の傍聴に参加した。徳永議員の新型コロナウイルスの質疑に対しては、若い

母親や女性のかたがたが多く傍聴されていた。とても関心があり、それぞれの考えもあり

悩まれて傍聴されていると感じた。

３/22 子どもの夢サポート事業報告会に出席した。３人の子どもの貴重な体験、有名な選

手の方やコーチの指導を受け、大きな刺激や有意義な体験ができなのではないかと思う。

コロナ禍の中で、有名選手や企業に交渉を行った担当者の方たちに感謝したいと思う。

４ 議事

●議案第６号 日向市スポーツ推進委員の委嘱について

（黒木スポーツ・文化振興課長が資料に沿って説明）

【今村教育長】

何か質問はないか。

【今村教育長】

途中で希望されたりする方がいれば、追加することはできないか。

【黒木スポーツ・文化振興課長】

定数が３０名なので追加することはできる。

【黒木委員】
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日本体育協会とあるが、日本スポーツ協会に名称が変更されたので表記の変更をしていた

だきたい。

【今村教育長】

何か質問はないか。

では、この件については承認するということでよろしいか。（異議なし）

●議案第７号 日向市学校給食費公会計導入検討員会設置規定の一部を改正する訓命

（北住学校給食センター所長が資料に沿って説明）

【教育長】

何か質問はないか。

では、この件については承認するということでよろしいか。（異議なし）

●議案第８号 日向市学校図書館司書取扱規程

（若杉学校教育課長課長が、資料に沿って説明）

【今村教育長】

図書館司書の方も働きやすくなったということか。

【若杉学校教育課長】

これまで、有償ボランティアで各学校を担当してもらっていたが、今年度から会計年度任

用職員になり、スクールサポートスタッフの単価に基づき報酬を設定した。より学校図書館

の運営に取り組んでもらえると考えている。

【今村教育長】

他に何か質問はないか。

では、この件については承認するということでよろしいか（異議なし）

●議案第９号 教育委員会事務局組織の変更に伴う関係規則の整理に関する規則

議案第 10 号 日向市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令

（小林教育部長が、資料に沿って説明）

【今村教育長】

何か質問はないか。

では、この件については承認するということでよろしいか（異議なし）

●議案第 11 号 日向市教育大綱に基づく令和 4年度教育施策の策定について

（小林教育部長が、資料に沿って説明）
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【今村教育長】

何か質問はないか。（質問なし）

では、この件については承認するということでよろしいか（異議なし）

５ 各課事業報告

【大平教育総務課長】

連絡事項は特にありません。

４/１から美々津軒を開館するために準備をしている。

【若杉学校教育課長】

３/24 市内小学校卒業式

３/25 小中学校修了式

読売こども新聞贈呈式 読売新聞より市内小学３年生から６年生に配布される。

３/29 市内小中学校の教諭の辞令交付式 退職、転任する校長、新採用の校長、教頭、県

教育委員会へ転出される教諭への辞令交付を予定している。

防犯ブザー贈呈式 県北生コン協同組合から市内の新一年生に配布する防犯ブザー

が贈呈される。

４/１ 指導主事辞令交付式、小中学校教員辞令交付式

４/４ 小中学校校長会

４/５ 教頭会研修会

新赴任管理職等研修会 対象者：校長、教頭、主幹教諭

４/８ 中学校入学式

４/11 市立幼稚園入園式

４/12 小学校入学式

４/19 令和４年度全国学力学習状況調査 小学６年生、中学３年生を対象に国語、算数、

数学、理科の３科目で実施

４/26 ＭＦＥ ＨＩＭＵＫＡより朝礼台贈呈 日向中学校と美々津中学校に贈呈される。

【黒木スポーツ・文化振興課長 】

４/９ キッズ体力向上プロジェクト

４/15 バリアフリースポーツ教室

７/18～７/19 若山牧水賞授賞式・記念講演会

５/29～６/４ 日向市美術展覧会（文化交流センター）

８/20～８/21 牧水短歌甲子園大会（中央公民館）

【児玉生涯学習課長】

４/１ 社会教育指導員辞令交付式

４/26 家庭学級開設説明会、自主学級開設説明会

４/27 自主学級開設説明会（東郷地区）
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【星野図書館長】

４/18 図書館ボランティアグループ「友の会」総会、坪谷小学校出張おはなし会

４/23～５/12 子どもの読書週間 それにちなみ、５月８日春のとしょかんまつりを開催

する。富島高校、市役所男性職員によるボランティアサークルの余興を計画

している。

【北住学校給食センター所長】

３/24 令和３年度学校給食最終日

４/８ 令和４年度学校給食開始

各学校から１行メッセージや、嬉しいことが書かれてある手紙が寄せられている。

【今村教育長】

読書週間は４月 23 日から５月 10 までだが、月間というのか、期間というのか、1週間の

週間という意味なのか。

【星野館長】

いつも迷っているが、そうなっているようだ。毎年その期間が子どもの読書週間とよばれ

ている。

６ その他

（１） ４月定例教育委員会の日程について

令和３年４月２７日（水曜日）13 時 30 分～

《参考：4月第 4水曜日・27 日》

（２） 日向市小・中学校辞令交付式

令和４年３月 29日（火）10 時 00 分～11 時 00 分

会場：委員会室

（３） 新規採用教職員辞令交付式

令和４年４月１日（金曜日）10 時 15 分～12時 00 分

会場：大王谷コミュニティセンター

（４） 令和 4年度市町村教委員・教育長会議

令和４年４月 21日（木曜日） 13 時 30 分～15 時 40 分

会場：県防災庁舎 52・53 号室

（５） 入学式の出席者について

（６） その他

７ 閉会 （14 時 56 分）


